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2012年 11月 15日 

報道関係者各位 

 

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 
 

EMA認定制度 
スマートフォン向けアプリケーション認定発表 

 
一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（以下「EMA」）では、青少年の保護と
健全な育成を目的とし、モバイルサイトを対象とした「コミュニティサイト運用管理体制認定制

度*1」、及び「サイト表現運用管理体制認定制度*2」を実施しております。 
 
この度、コミュニティサイト運用管理体制認定制度において、別紙のアプリケーションを適合

と判定しましたので、2012年 11月 15日付けをもって認定範囲に含まれるアプリケーションとし
て発表いたします。 

 
 
【別紙】2012年 11月 15日付け 
    コミュニティサイト運用管理体制認定制度（スマートフォン向けアプリケーション） 
  http://www.ema.or.jp/press/2012/1115_02.pdf 
 
 
認定後は十分なサイト運用管理体制が維持されているか定期的に監視を実施し、是正処置・認

定取消を含む適切な対処をなすことで、認定の実効性を維持します。 
 
なお、本認定制度おいて EMAの認定基準に適合したアプリケーションについては、認定範囲
に含まれることとなります。既に一部携帯電話事業者から発表されているスマートフォンにおけ

るフィルタリングにおいて反映される予定です。詳細については携帯電話事業者各社のホームペ

ージにてご確認下さい。 
 
EMAでは引き続き、本認定制度や啓発・教育などの活動を通じ、モバイルコンテンツの健全な
発展と、青少年保護と健全な育成を実現するインターネット利用環境におけるセーフティネット

の整備を推進して参ります。 
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*1  コミュニティサイト運用管理体制認定制度 
ユーザー投稿等により形成されるコミュニティサイトの健全な利用環境が整備・維持され

ることを目的とした認定制度です。EMAが策定した認定基準「コミュニティサイト運用管理
体制認定基準」をもとに審査を行い、本認定基準に適合したコミュニティサイトに対して認

定を付与します。 
認定後は本認定基準に適合した運用管理体制が維持されているか確認するため、認定サイ

トに対して定期的・継続的な監視を実施します。また、一般ユーザー等から認定サイトへの

クレーム、問合せ、意見等を受付け、運用監視に活かすとともに本認定基準への反映も適宜

行います。 
「コミュニティサイト運用管理体制認定基準」については以下のサイトをご参照ください。 
http://www.ema.or.jp/dl/communitykijun.pdf 

 
*2  サイト表現運用管理体制認定制度 

文章表現、画像、動画、電子書籍類、ゲーム等のコンテンツを発信するモバイルサイトの

健全な利用環境が整備・維持されることを目的とした認定制度です。EMAが策定した「サイ
ト表現運用管理体制認定基準」では、サイト運営者が自社表現基準を定め、その自社表現基

準に基づき情報を適切に分類することを求めています。この認定制度は、認定基準に則り、

青少年の利用に配慮し、明確に分類された領域に対して認定を付与するものです。 
認定後は、認定基準に適合した運用管理体制が維持されているか確認するため、認定対象

範囲に対して定期的・継続的な監視を実施します。また、一般ユーザー等から認定対象範囲

へのクレーム、問合せ、意見等を受付け、運用監視に活かすとともに認定基準への反映も適

宜行います。 
「サイト表現運用管理体制認定基準」については以下のサイトをご参照ください。 
http://www.ema.or.jp/dl/expressionkijun.pdf 

 
※ 認定情報は毎月15日、月末日に発表いたします（12月は20日の1回のみ）。土日祝日にあたる
場合は、その前日になります。ただし、認定サイトがない場合の発表は行いません。 

 
【参考】EMA 認定サイト情報 

http://www.ema.or.jp/evaluation/ 
 

本プレスリリースに関するお問合せ先 
一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 

事務局 広報担当：岸原、清水 
〒106-0031 東京都港区西麻布1-4-38 千歳ビル3F 
電話番号：03-6913-9235  FAX：03-5775-3885 

http://www.ema.or.jp/ 
e-mail:info@ema.or.jp 

 



【別紙】 

1 
 

2012 年 11 月 15 日付け 

コミュニティサイト運用管理体制認定制度（スマートフォン向けアプリケーション） 

 
 認定サイト名 ： プリキャン革命！プリ画像 

運営事業者名 ： GMOメディア株式会社 
認定範囲に含まれる

アプリケーション 
： プリ画像 (iPhone:447339142) 
プリ画像 (Android:jp.gmomedia.android.prcm) 

 
 認定サイト名 ： Mobage 
運営事業者名 ： 株式会社ディー・エヌ・エー 
認定範囲に含まれる

アプリケーション 
： [モバ７] ﾊﾟﾁｽﾛ ｴｳﾞｧ 約束の時 (Android:jp.mbga.a12011352.lite) 

[モバ７] ﾊﾟﾁｽﾛ ｴｳﾞｧ 約束の時 (Android:jp.mbga.a12011352) 
モンテズマの宝 2 (Android:jp.mbga.a12005357.lite) 
モンテズマの宝 2 (Android:jp.mbga.a12005357) 

 
 認定サイト名 ： GREE  

運営事業者名 ： グリー株式会社 
認定範囲に含まれる

アプリケーション 
（1／全 3頁） 

： Wacky Motors by GREE(グリー) 
(Android:jp.gree.android.pf.greeapp49513) 
Wacky Pilots by GREE(グリー) 
(Android:jp.gree.android.pf.greeapp57105) 
ともだちドッグス (Android:jp.gree.android.pf.greeapp46220) 
三国神記 by GREE（グリー） 
(Android:jp.gree.android.pf.greeapp3464) 
MODE STYLE（モードスタイル) 
(Android:jp.gree.android.pf.greeapp46349) 
ドラゴンアーク [無料 RPG by GREE（グリー）] 
(Android:jp.gree.android.pf.greeapp1609) 
ゆるふわ育成ゲームMEGU (Android:jp.co.feynman.megu) 
ビーストバトルクロニクル 
(Android:jp.mediaincruise.android.beast) 
バハムートブレイブ (Android:jp.co.altplus.bahamutbrave) 
GANTZ (Android:jp.co.indexweb.gantz)  
ポップタワーforGREE (Android:jp.co.taito.am.gree.poptower) 
ぼくのレストラン 2 (Android:com.synphonie.bkrs2) 
ガルショ☆ (Android:com.synphonie.glcl) 
あやかし秘密の生徒会 
(Android:jp.furyu.android.otome.ayakashi.gree) 
陰陽師～平安妖奇譚～ (Android:jp.drecom.sg.onmyogree) 
もののけフィーバー (Android:jp.co.vgd.mononoke) 
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認定範囲に含まれる

アプリケーション 
（2／全 3頁） 

 龍忍伝 (Android:jp.co.superappli.ryuninden) 
プラチナ☆ガール (Android:com.synphonie.plgl) 
海の上のカメ農園 for GREE (Android:jp.kamefarm.gree) 
探検ドリランド [人気カードバトル]by GREE(グリー) 
(Android:jp.gree.android.pf.greeapp98) 
釣り★スタ by GREE(グリー) 
(Android:jp.gree.android.pf.greeapp96) 
モンプラ by GREE(グリー) 
(Android:jp.gree.android.pf.greeapp99) 
海賊王国コロンブス[カードバトル] by GREE(グリー) 
(Android:jp.gree.android.pf.greeapp112) 
ハコニワ by GREE(グリー) 
(Android:jp.gree.android.pf.greeapp97) 
聖戦ケルベロス by GREE(グリー） 
(Android:jp.gree.android.pf.greeapp1242) 
OVERTURN SAGA (Android:com.studiozan.OTSAGA) 
ちょこっとファーム (Android:jp.drecom.sg.nprgree) 
ワイルドサファリ (Android:jp.rhino.wildsafari) 
聖剣デュランダル (Android:jp.gvy.android.durandal) 
ダーリンは芸能人 forGREE (Android:com.voldate.gree.dar) 
ギャングドミネーション 
(Android:com.gameloft.android.ANMP.GloftGDHM) 
電撃!!妖艶くのいち (Android:com.posren.kunoichi.gree) 
マリン Zoo (Android:althi.MarineZoo) 
天空のラグナロク (Android:com.officetrc.TRC008Ragnarok) 
REKI-DAMA 戦国カードバトル (Android:jp.co.c394.rd) 
世界樹の迷宮 S (Android:jp.co.indexweb.sekaijyu) 
天空のドラゴニア (Android:jp.co.vector.tendra) 
アルカディアサーガ (Android:arcadia.roal) 
プロ野球ビクトリースタジアム 
(Android:jp.gree.android.pf.greeapp55315) 
ボクらの CaveTown (Android:jp.co.rforce.kyoto) 
戦国WARS 
(Android:com.officetrc.android.TRC001GREESengokuWARS) 
だれでもHERO (Android:jp.rozetta.heroprototype) 
Stylish Sprint for GREE (Android:SSGree.pack) 
ドラゴンの迷宮 (Android:jp.co.sting.drdgn) 
博雅ポーカー (Android:com.boyaa.gree) 
ガルフレ！ (Android:com.exforcess.Garuhure) 
Ragdoll (Android:jp.gree.android.pf.greeapp3130) 
グリパチ (Android:net.gree.android.pf.greeapp3358) 
Be My Princess for GREE (Android:com.voltage.gree.ouji.en) 
Titans Mobile (Android:com.titansmobile.gree) 
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認定範囲に含まれる

アプリケーション 
（3／全 3頁） 

 ボクらのポケットダンジョン 2 (Android:com.synphonie.pdgn2) 
Destroy Gunners Z (Android:jp.shade.DGunsZ) 
リアルスキージャンプバトル 
(Android:com.iprope.RealSkijumpBattle) 
L@ve once for GREE (Android:com.rfs.love_onceSD) 
Chaos Storm  (Android:com.chaosstorm) 
二戦 IKUSA (Android:com.wistone.war2victory.greejp) 
群龍三國伝 (Android:net.gree.android.pf.greeapp57572a) 

 
※「認定範囲に含まれるアプリケーション」では、アプリケーションの名称と、 
括弧内に提供 OS及びアプリケーション固有の識別子(Android:Package name、 
iPhone:Apple ID、Windows Phone:APPID(Product ID)を記載しています。 

 




